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評階梯弼靡鯵
自分たちで考えた遊び

「虚園地作り」

うらめおばあちゃんちが広くて部屋が余っていたので、一

部屋を貸し切りで、そこに一つ一つ紙で遊具を作っ七遊園地

にした。本を見て作るのではなく自分たちでしくみを考えな

がら作ったのが楽しかった。自販機琴ども作ったが、中に小

さい缶をたくさん入れておいて、ボタンを押したら、裏にい

る人が出すようにしたりとか。ジェットコースターはレール

の上を走る力「卜がすぐに落ちてしまうので難しかった。遊

園地を完成さ且それで遊ぶのが楽しみだったけど、出来上

がってしまうと案外つまらなくて、すぐ丸めて捨ててしまっ

た。作る過程がとても楽しかった。



口うるさすぎ、叱りすぎはマイナス効果

「ほらこんなところに置いたら忘れるでしょう！」

「宿題はやったの？」「服のボタンかけ違えてるでしょう！」

など親が先回りして言い過ぎると　子どもは「今しようと思ったの

に、もういいや」とやけになってあきらめてしまったり、「少しは

考えているのに」と負担になった，りします。

本当はそんなことは子どもが周りから指摘されて、悩むべきことで

しょうけど、親としてはちゃんとできるようになってほしいという

思いから口うるさくなってしまいがちになります。

何かできなくて、結果困るのは子どもの方です。親から言われたこ

とで反省するのではなくて、やらなかったことを反省できる子にな

ってほしいわけです。

子どもが悩むべきところは子どもに悩ませてあげたい、というふう

にできたらいいのですが、どうしたらいいのでしょう。

親が“転ばぬ先の杖”で初めから手を出しをしてたんじゃ子どもは

やる気を失いますし、できない子になってしまいます。

そうなる前にこうした方がいいよ。というアドバイス程度で終わら

せておいた方がいいのではないのでしょうか。あんまり手を出さな

いで、子どもに準備や片付けもさせる。

もしも子どもがしなくても「あなたのために言ってるのよ」と言わ

ないで、ぐっと我慢する。

結果、子どもがしなかったときは自分があとで困ることを実際に感

じてもらうことが必要になるかも。（自立のためにも）

ですからできるだけ口出しをしない、あまり手を出さない。

ただし、あとで子どもが困ったときは「あのときあなたがしなかっ

たからこうなったのよ」としっかり、厳しく、教えてあげることが

大切なのではないでしょうか。

山本直幸
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小学生水曜日クラス
夕食会

らよび

3時半ぐらいからぼちぼち子どもたらは集まり始める。一旦家に帰ってプ
レイスクールに来る子、学校から直接に来る子など、水曜日なので様々だ

。今日は夕食会なので、自分が食べたい材料を1品から2品ぐらい持って
くるようになっていて、直接学校から来た子は後からお母さんが持ってく
るようになっている。「これ豚肉やけん冷蔵庫に入れといて」とか、「野

菜と餅を持ってきたけど、どうしたらいい？」と、夕食をちょっと期待し
つつ入ってくる子どもたら。　今日は「すき焼き・しゃぶしゃぶの夕食会

」なのだ。

まずは来た子からいつも通りイメージカードを一人2“3枚づつ描き、

描き終ると、コマを回し始める子どもたら。「いきなが　しようぜ！」（
コマを回すときの掛け声）と言って何人かでコマ回しを始める。ひとしき

りコマで遊んだら一安心したかのように、「木で工作がしたい」とか、い

ままでの続きで、「なめこ人形を作りたい」と言うので、（なめこ人形作

りはこのクラスだけではなく、土曜日の小学生も幼児クラスも好きで、う

ちわでは人気の工作なのだ）′木の工作と人形作りたいに別れて工作、手芸
をすることになった。

5時近くになったので、夕食の準備にかかることにした。

始めはみんなに「すき焼きが食べたい？」「しゃぶしゃぶを食べたい？」
と聞いて見た。するとすき焼きを食べたい子が3分の1、しゃぶしゃぶを

食べたい子が3分の1、両方食べたい子が3分の1だったので、まず　す
き焼きのテーブル、しゃぶしゃぶのテーブルに分かれ、一通り食べたら、

好きな味を味わえるテーブルに移動していいことにした。
“携帯コンロ”の上に鍋を置き、材料を入れて調理を始めた。

すき焼きはお醤油に砂糖などで肉と野菜に味付けをしたらすぐ食べれるよ
うになった。するとすき焼きの匂いが部屋中満載になり、お湯が沸くまで

辛抱のしゃぶしやJS撒且はちょっと慌て気味。でもすぐお湯は沸き、肉を投

入して“しゃぶしやJSで”して、コマダレで肉やお野菜がバクバク食べるの

だった。
この日、お母さん達がお迎えに来たときはみんな「い－いにおい」と言っ

て入ってきて、「おなかがすごくへってきたよ。」って。まるでレストラ

ンみたいな匂い充満のプレイスクールだった。
11月4日（月・文化の白の振替休日）に“子ども市”をするので、小学

生にたくさんお店を出してもらおうと思っているので、それのきっかけに

なるように、工作もどんどんやっていきたい。



■スポしツクデブ

旬アミグ埠…・軸からス汁したス帯、リクラブあ㌻ム分け甘苦ダ

称＝あ鳳働ようにし隼ま恥－わゆる”ぁみ快ピケ厨ゆで．

これ折衝働、頼1侮薙手鏡産は率揖芭劾る嫁勅勘

勝ちにい師－ので咤〆橘くき給ガギあ＼二㌔凍れuとりあ号シ了rt茅己1

め2人倒濁阜緑藤画から絢ご一号抽lく持し総説珠再

公矛な劾如し打線舞てみ吋あれアニれ由㌫畔辛　㌍㌍沫甘

再了と、、うこと拙轟ま鋤ヌ潮掛二鴫令と、セとど鍵

も醐頗掛東折離村＝諌めてゆ陳ことにしたらなげ

抗し妹て．射てr油揚し持て、動紬了本務匝鉦．－湖もあ

折鶴叫紘知れ師酢斬傭ころド感官≡疹豊和衷㌃・や

ヲ織巨と玩はの℃09．r艶は‥、。。雄琴緒言頑廟

と軌、了え》＞倶イ輔木と再声が’醜くなりました。Tとlニ畔

二のメボー痺れと鈴堅して廉い璃鼻声げ放しか論冶に

なるのでこチビも産も濃とメンツも見軽弾ま潔め吋敬呈たよう

璃鴻瓢r3滴・偏宵かやる軋「匝訂、祈′Jと今ま枠線繍位

と芳し桝疹ひたこ托雅の子種郎針路ういけか、γ捜，て

再。し直くは賓洒ながらの率武村珊てい；う嗜，ていま革

昏守鳩鍬でリザ碑かゆき里中恥んアヤ声かす中腰も

来摘よう臣を呂硬（二・ちょ｝ての重岡舘やるようにしましたQ万両

lニ軌てjVス科し薄日年壬沫き甘声モ餌、ち辟功相即、l切i軒
√よ・こ〉



小学生土曜日工作ウラフ

工作クラブはだいたい、活動の始めか最後にかならず「チャンバラがした
い。」っていうことが多くなった。以前やっていた全員が2組に分かれて

戦うチャンバラではなく、スポーツチャンバラ風な1対1のチャンバラ対
決をしている。
そして、そのチャンバラが済んだら、工作にかかるのだ。ミシンや針糸を

使って縫う“なめこ作り”や、木での工作が始まる。
ところが最近では、木工室の前の滑り台付近で、〝まが玉作りに燃えている

子たらが、増えつつある。「木の工作する。」と言って2階から降りてき

た子も、木の工作に行き詰ったら　まが玉作りに行き、まが玉工作人口が
増えているのだ。まが玉の石はけっこう柔ら力＼いので、削りやすくて、工

作しやすいし、出来上がりの見た目もいい。　まが玉は、ある程度電動糸
鋸で好きな形を切って、そこからブロックで削ったり、粗目の紙やすりで
削ったりして形をととのえる。形がととのったとこからが子どもたちが好
きな作業で、耐水やすりでまが玉を水をつけながらこすると、つるっつる
になるのだ。水やすりで磨きあがった“まが玉”は気持ちがいいので、み

んな頬ずりしながら「ねえさわってみて」と催促する。
そして1個できたらノリノ1」になって、「もう一個作る」とか、「違う形

を作る」と言ってきたりして、けっこういっぱい作る子もいた。

何個も作っている内に、要領も良くなり、思った形に近いように削れたり
磨けるようになると、途中でやめていだ勾玉を　磨き始めている子でてき

た。

子ども達から、各々が磨いた勾玉を見せられて、「もう出来てる？」聞か
れるのだが、「終わりは自分で決めていいよ！」と言っている。
なので、子とも達の見た目度がアップすると　今まで作ったのが「もう少
しがんばればよかったかな？」って　なることもある。「大丈夫、前作っ

たのを　みがいてもいいよ。」というと、『やった！』と言いながら、宝物

入れの引き出しから、何個も勾玉を持ってきて、嬉しそうな顔つきで、ま
がたまを、磨き直していた。柔らかいとはいえ石を削っているのだから・

やっぱりたいへんなのだが、長い時間使って勾玉作りをやっている○
そうやって出来たのは、頬ずりしたくなったり、見てもらいたくなったり

する気持ちはよく解る。少なくとも、子ども達のパワーは込められている
ような気がする！

そんな勾玉をさわると、遊気力アップはまらがいない。‥・はずだ；・

もヮ℃きれいl二・もっと育ちふくもノヒ　…‥ヒ
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この日は、久しぶりにものづくりをしよう、ということで、まが玉作りをしました。ま

が玉は、今まで何度も作ってきているので、みんなもどんなものかイメージはありました。

作り方も分かって　　　　いて、すんなり活動に入れそう。そこで、もちろんいつも作っ

静
ているまが玉の形 ←（こんな形）もいいけど、今日は時間もあるし、他の形、例

えば日・ハートだ　　　　ったり星型だったり、立体の形だったりと、形にとらわれずに

好きな形（と言っても、限界はあるけど）を作ってみることにしました。

そうと決まれば、早速活動開始。まずは、イメージカードを描いて（この日は2種類の

イメージカードを描きました）、どんな形にするか決めました。「僕は、星にする☆」「私

はダイヤ◇」「えんぴつの形にするロ」「十字架がいいなあ　O」と、思い思いの

形を決めて、石に下書き。それから糸のこで大まかな形にするために、木工室へGO。順

番に、自分の形を切り出します。さあ、ここまで来たら、次はひたすら磨く作業です。ど

んな形でもこの作業は一緒。磨きながら形を整えていきます。立体になると、どこを削っ

たら、理想の形に近づくかが難しく、頭をひねりながら作業を進めました。そして、難し

さの余り　ト　‥別の形に変えてもいい？」と聞きにきる子も。そうこうしながらも、完

成の形に近づいてきて、みんな嬉しそう。穴を開ける子は、ドリルで穴を開ける作業もし

ました。ここまできたら完成まであと少し。ラストスパートだ。水やすりを使って、丁寧

に磨いていきました。磨けば磨くほどツルツルになって、みんな夢中で磨いていました。

ツルツル、ぴかぴかになっていよいよ完成です！ひもを通す人はひもを選んで二首に掛け

れるようにして、世界に一つだけのまが玉ができました♪

細かい作業ばかりで、体も固まってしまったので、最後に、部屋でドッヂボールをして、

思い切り動いてから、おやつを食べてこの日の活動は終わりました。

みんなの真剣な表情をみると、たまにはものづくりもいいなあと思った活動でした。



自転車クラブ
10月。なかなか残暑が収まらず、汗ばむ日もある中、心地いい風や葉っぱの色づき、虫の声

などに秋の気配を感じながらの活動。今日はどこに行こうかな。

○　この日は、海辺まで足を伸ばしてみよう！ということで、伊崎浜→ももち浜コースを行く

ことにした。大濠公園を抜けて伊崎浜を目差す。おしゃべりしながら進み、約20分ほどで到着

した。着いて、まずは砂浜をどこまで自転車で進めるかチャレンジ。一漕ぎ、二漕ぎ1日と進

むけど砂にタイヤをとられて次々と脱落。波打ち際までの到着者は1人もいなかった。みんな、

波打ち際まで移動して、水ギリギリまで近づいてみたり、漂流物を見つけて遊んでみたり、砂に

絵を描いたり、それぞれ楽しんで時間を過ごす。40分ほど遊んで、次の地点へ移動。海を眺め

ながら、気持ちよく進む日・が、ふと後ろを見ると何名かいない！（リーダー含む）いや、一

本道だし迷うはずは日■とりあえず、来た道を一旦引き返そうと思ったときに電話が！「迷っ

た」救援にいき、無事に合流。そのままももちの海岸へ。そこで、海辺にいたカップルに絡みつ

つ、ビーチドッヂボールをして、プレイに戻った。

○この日は、いつもと方向を変えて小笹中央公園にいくことに。「夏みかん公園やろ」？「あ

あ、つるべえさんね」？？？聞くと、前行ったときに、夏みかんを取ってきた公国で、その時に

つるべぇに似た人がいるとかいないとか。そんな話をしながら、出発。途中、道が狭くなったり

するので、注意しながら移動。30分程で到着。着いたと同時に、夏みかんの木へ。いっぱい取

ったのだが、あとで悲しい事実を知ることに。公園の周りを自転車で、回ったり、．散策した後に

広場でドッヂボールを開始。3試合した後に、けいどろもすることになった。わりと広い公園な

ため、捕まえるほうはなかなか大変だった。そんなこんなで、あっという間に時間が過ぎて帰る

時間。さっき取った夏みかんも自転車のカゴに積んでいざ出発。重さで少しよろめきながらも、

無事にプレイに到着。1番にちょびに報告。「夏みかんとったよ－」「‥■これ、なんで取っ

てきたん？」「え、食べるためだよ」「これ、まだ食べれんぜ。もう少し待って育ってから取ら

な」「えっ・日」一瞬にしてだまってしまった子どもたちだった。

二
二



りょうりクラブ
軟のたきこみごほんとぉ聯曽汁　　　おい法や

おいしいお米の季節になりました。たきこみごほんに挑戦です。美味しく炊くコツは、なんといっ

ても主義が竺筈ということで、慧きょプレイスクールにあるすべての土鍋（といっても2向）と、家

からも持ってきた物で、やってみることにしました。3億あれば3グループに分かれてできるので

準備オッケ～！たきこみごはんのしたごしらえの野菜を切ったり、お掛のだしを、いりこでと

ったり、すべて毒墳墓でやり乱た。ひとつのグループに3～4人で、いろいろなことを離し合

ってつくりました。みんな緊張しながらも、主義のたきこみごはんに火をつけ乱た。またたくま

に窺雇いまじめて、だんだんと主義のふたの鮎、ら轟きこぼれそうなぐらいでしたが、ぐっとこら

えると、鳥録とってもいいにお～い！㌦あとすこしでこげるかこげないというところで英をと

め乱た。後はゆっくり基らしますが、ここでポイントが、竃義ごと擬態などで追んで保温し乱

た。鰐の大き扇義を捕鮎で亀むのは、笥霧でしたが、その分味も格別でした日！
ぶんあじ　かくべつ

の◎留り－L毎う乙三l紺あ、うさぎまんじゆう

お月見まんじゆう（うさぎまんじゆう）を作ってみる事にしました。等のあんは主遣いお月

さまのようになるように、さつまいもを羞して藁らかくしたものを、つぶして諺癌とバター

をまぜてあんを作り、絹転、毒慮、ベーキングパウダー、箪笥、鼠を入れてまぜてか

ら、まんじゆうのがわを作り、あんをがわでつつんで姦したら畠彙主がり。という紙に書く

と、静箪そうですが、毒韻蓮はまたくさんの行程があって、とってもたいへんでした。それ

でも、なんとかまんじゆうらしくなって、よかったね∧一人。できたまんじゆうに、うさぎ

の顔やいろいろな顔をチョコペンで描いているときは、とっても楽しんでいました。

かわりぎょうざ こい津空っ電撃℃ニ冊、たち▽∇の雪盲うゴ

ぎょうざのようにかわにつつんで作るおやつをかわりぎょうざと言っていて、中につつむも

のはなんでもいいのですが、この日は、ポテト、たまねぎ、ひき尚を捗めてカレー論こした

もの（インドのサモサのようにつつむつもりだった）と、かぼちゃ、バター、毒塵をまぜて、

クリームチーヌ蘭こしたもの（ぎょうざのようにつつむ）の2撞誌を葬ることにしました。

手作りしたぎょうざのかわが、かノかノだったので、次はもちもちのかわにしたいで－

す＝！あまった等の真だけを焼いて食べると、なかなかおいしいと好評でした。
や　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうひよう

たみ



郵便屋さん、ごくろうさん！

「郵便で～す！」「あっ、郵便屋さんごくううさま。今日もぎょうさんやね。いつもあり

がとう！」お昼ごはんを食べてまったりしていると、今日もかわいい垂帽屋さんがお手紙の

配達に来てくれた0いまプレイスクールのお隣の幼稚園では郵便屋さんごっこか行われてい

て＼子どもたちが書いてくれたはがきやお手紙を郵便屋さん役の子どもたちが配りに来てく

れるのだ。

ボク宛てに届いたはがきを眺めながら、しばし思案の時が流れる。なぜか？それはそこに

書かれている文字が解読不可能な記号だったりするからなのだ。年長さんの中にはしっかり

した文字を書く子もいるが＼年中年少児となるとまるで高名な書道家の作品のように勢い余っ

た文字が踊りまくり、さらには左石反転のみごとな鏡文字だったりするのだ。幸いにも文字

でのメッセージは少なくて＼絵を措いてくれる子どもの万が多いのだが、これがまたピカソ

かブラックかカンディンスキーかと思うほどの抽象白勺な作品であったりすることが多い。人

なのか魚なのかそれとも風景なのか、あまりにも自由奔放な作品の前に己の浅学を思い知る

ばかり、ほとんど思い込みのイマジネーションで解するしかなかったりする。

当然、はがきが来たからには返信をしなければならず、絵のメッセージには絵で返すのか

礼儀、こちらも絵を描いたはがきを送る○言葉の代わりに絵でコミュニケーションをするっ

て、あれっ？これってスマートフォンのアプリ」■NEのスタンプと同じではないかとあると

き気かついた。子どもたちが先進的なのか＼それともラインがアナログなのか。もちろん絵

を描いて表現するなんてこと臥ラスコーの壁画にも見られるように古代からあるわけで、

人間にとって原初的な行為なのだろう。

そんなわけで子どもたちに一枚いちまい絵を描いていたのだが、同じことを繰り返すこと

がとっても苦手な性格のボク臥あるとき名案を思いついた。はがきをもらった子どもが遊

べるように迷路を描いて送ることにしたのだ0しかもベースとなる図案はコピーしてあいて、

迷路の中のお化けや剣＼王冠などのアイテムを変えるという実に姑息な手段だったりするの

だが＼子どもたちには結構好評なようなので、いましばらくはこの事で乗り切るつもりでい

る。

子どもたちとお手紙のやりとりをしていると感じるが、手紙という通信手段剥情報のやり

取りだけではない別のものもやり取りしていると思うのだ。それは手紙を出してから相手の

返信か届くまでの時間に膨れ上がっていく思いや願い、期待、喜びといったものが手紙とと

もにやり取りされていように感じるのだ0パソコンやケータイのメールのように瞬時に相手

に届いて＼間髪入れずに返事が来るようなしスポンスはないが、「待つ」時間に相手を思う

思いやるというコミュニケーションの基本があるように思うのだ。

というわけで、お手紙をくれた子どもたち、ボクからの返事がなかなか屈かなくても待っ

ていてくれたまえ0なにっ？手紙を出したことなんてすでに忘れてるって！ああデジタ

ル時代は時の流れが速いなあ！

（京都・雑創の森プしイスワール　福山記）


